
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 その他
建物減価償却累計額 流動負債
工作物 1年内償還予定地方債等
工作物減価償却累計額 未払金
船舶 未払費用
船舶減価償却累計額 前受金
浮標等 前受収益
浮標等減価償却累計額 賞与等引当金
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他
その他減価償却累計額 【純資産の部】
建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）
土地 他団体出資等分
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定

物品
物品減価償却累計額

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資及び出資金

有価証券
出資金
その他

投資損失引当金
長期延滞債権
長期貸付金
基金

減債基金
その他

その他
徴収不能引当金

流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他
徴収不能引当金

繰延資産

【様式第１号】

期首連結貸借対照表
(令和02年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

24,847,750,007 959,867
6,681,871,877 1,017,011,861

- -

57,748,149,673 8,880,050,932
54,086,376,077 6,329,193,851

△ 863,674,221 76,068,699
- 363,902
- 18,818,157

21,921,894,401 1,532,885,353
△ 7,496,671,224 765,815,641

3,248,732,376 494,634,827

- 17,481,857
- 負債合計 9,645,866,573
-

- -
- 95,345,782
- 63,102,417

2,414,803,707
△ 368,939,299
23,722,786,470

1,355,596,798 60,170,842,724
28,778,684,001 △ 8,108,988,967
2,530,117,707 -

9,924,676,877
1,773,844,442

△ 1,313,902,373

△ 9,444,761,461
-
-

3,618,790,266
95,657,414
44,792,414

42,983,330
40,994,644
1,988,686

3,420,159,475
-

3,420,159,475
206,605

50,865,000
-

82,762,104
24,918,026

-

51,642,000
2,371,051,051
1,887,286,504

△ 4,913,358
3,959,570,657
1,395,677,423

132,974,063

- 純資産合計 52,061,853,757

資産合計 61,707,720,330 負債及び純資産合計 61,707,720,330

483,764,547
5,753

12,955,423
△ 4,735,056



（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 その他
建物減価償却累計額 流動負債
工作物 1年内償還予定地方債等
工作物減価償却累計額 未払金
船舶 未払費用
船舶減価償却累計額 前受金
浮標等 前受収益
浮標等減価償却累計額 賞与等引当金
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他
その他減価償却累計額 【純資産の部】
建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）
土地 他団体出資等分
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定

物品
物品減価償却累計額

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資及び出資金

有価証券
出資金
その他

投資損失引当金
長期延滞債権
長期貸付金
基金

減債基金
その他

その他
徴収不能引当金

流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他
徴収不能引当金

繰延資産

61,318,521,299 9,121,964,167
57,628,213,975 6,396,039,032

【様式第１号】

連結貸借対照表
(令和03年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

24,614,333,303 1,673,394,966
△ 7,953,056,952 803,725,337

3,268,588,515 498,655,291

25,779,241,606 867,043
6,756,727,107 1,051,663,126

- -

- -
- 114,817,608
- 71,077,364

△ 1,076,104,507 63,272,860
- 330,241
- 19,925,408

168,754,140 63,439,878,621
31,276,100,835 △ 7,996,825,496
2,742,767,684 -

- 35,646,565
- 負債合計 9,925,689,504
-

△ 9,954,269,986
-
-

2,414,803,707
△ 434,001,522
25,175,579,657

77,421,042

110,828,035
109,043,303

1,784,732

11,331,221,295
1,967,489,750

△ 1,394,618,216

3,579,479,289
90,408,314
39,543,314
50,865,000

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 65,368,742,629

1,635,718,775
484,038,547

9,071,736

-

65,368,742,629

△ 16,196,684

純資産合計 55,443,053,125

24,502,031

△ 5,868,848

6,265

3,392,827,998
-

3,392,827,998

389,320,297
1,600,000

2,119,757,322

188,752

4,050,221,330
1,546,662,394



（単位：円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

投資損失引当金繰入額

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

92,631,381

【様式第２号】

連結行政コスト計算書
自  令和02年4月1日
至  令和03年3月31日

科目 金額

13,036,618,295

6,362,580,808

1,967,434,127

1,374,362,266

115,351,070

6,076,645,246

385,089,410

4,215,891,081

2,605,459,671

218,481,525

1,390,650,050

1,299,835

179,255,600

57,667,012

28,483,023

93,105,565

6,674,037,487

593,815,671

3,576,570

2,746,772,210

698,563,431

2,048,208,779

10,324,805,915

467,838

10,289,846,085

17,054,940

6,336,753

-

12,038,440

470,303

2,465

35,430,133

-



（単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 60,170,842,724 △ 8,108,988,967 -

純行政コスト（△） △ 10,324,805,915

財源 13,807,251,267 -

税収等 5,740,604,458

国県等補助金 8,066,646,809

本年度差額 3,482,445,352 -

固定資産等の変動（内部変動） 3,416,816,130 △ 3,416,816,130

有形固定資産等の増加 5,073,606,566 △ 5,073,606,566

有形固定資産等の減少 △ 1,400,654,883 1,400,654,883

貸付金・基金等の増加 1,071,391,619 △ 1,071,391,619

貸付金・基金等の減少 △ 1,327,527,172 1,327,527,172

資産評価差額 △ 5,249,111

無償所管換等 △ 37,273,314

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

比例連結割合変更に伴う差額 △ 65,442,800 35,344,264 -

その他 △ 39,815,008 11,189,985

本年度純資産変動額 3,269,035,897 112,163,471 -

本年度末純資産残高 63,439,878,621 △ 7,996,825,496 -

△ 30,098,536

【様式第３号】

連結純資産変動計算書
自  令和02年4月1日

至  令和03年3月31日

科目 合計

△ 5,249,111

52,061,853,757

△ 10,324,805,915

13,807,251,267

5,740,604,458

8,066,646,809

3,482,445,352

-

-

△ 28,625,023

3,381,199,368

55,443,053,125

△ 37,273,314



（単位：円）

【業務活動収支】

業務支出
業務費用支出

人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
その他の支出

業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

臨時支出
災害復旧事業費支出
その他の支出

臨時収入
業務活動収支
【投資活動収支】

投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出

投資活動収入
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入

投資活動収支
【財務活動収支】

財務活動支出
地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債等発行収入
その他の収入

財務活動収支

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高
本年度末現金預金残高

5,550,576
2,828,168,924

57,667,012

【様式第４号】

連結資金収支計算書
自  令和02年4月1日

至  令和03年3月31日

科目 金額

11,528,382,860
4,854,345,373
1,855,319,763
2,848,758,549

17,054,940

92,600,049
6,674,037,487
6,076,645,246

593,815,671
3,576,570

9,615,704,358
5,212,027,876
1,683,054,590

706,107,814
2,014,514,078

22,605,516

5,970,864,541
4,965,329,660

1,546,662,394
67,945,475
8,776,956

59,168,519

41,322,642
146,220,843

△ 787,986,705

5,182,877,836
3,673,116,032

△ 4,012,828

892,884,906

31,853,287
568,367,746
567,078,462

1,289,284

19,017,111
2,465

249,092,830

527,045,104
495,191,817

1,241,649,398

999,834,881
-

5,700,000
-

前年度末資金残高 1,336,508,904

本年度末資金残高 1,478,716,919

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


